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第３回中野区国民保護協議会 議事録 

１．開催日時 平成１８年１０月２６日（木）１４：００～１４：３０ 

２．開催場所 中野区役所 中野区議会第２委員会室 

３．出席委員 別添のとおり。出席者３１名 

４．次  第 

１ 新委員紹介 

２ 会長（中野区長）あいさつ 

３ 議事 

中野区国民保護計画案の審議、答申について 

・区モデル計画訂正に伴う修正 … 資料１

・資料編 … 資料２

《参考資料》○中野区国民保護計画素案の主な修正箇所 

○意見交換会における主な区民意見

４ その他（報告事項） 

1) 委員の新規参入について〔接骨師会〕

2) パブリック・コメント手続き

５．議事録 

開会（午後２：００） 

○斎木危機管理担当課長

定刻になりましたので、只今から、第 3回中野区国民保護協議会を開催させ

ていただきます。本日はお忙しい中、ご出席賜りましてありがとうございます。

これまでと同様、議事に入るまでの進行を、私、危機管理担当課長の斎木が務

めますので、よろしくお願い申し上げます。 

はじめに、本日お配りしてあります資料の確認をさせていただきます。上か

ら順に、本日の会議次第、次に協議会委員・幹事名簿、資料１＝区モデル計画

訂正に伴う修正、資料２＝資料編、そして、ご参考までに「計画素案の主な修

正箇所」と「主な区民意見」をあらためてお配りしてございます。配付モレな

どがありましたら事務局までお声かけください。 
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新委員紹介 

○斎木危機管理担当課長 

続きまして、この間の人事異動に伴いまして、２名の委員の方に変更があり

ましたのでご紹介いたします。お手元の名簿の網掛けした部分をご確認くださ

い。本日ご出席いただいております大竹委員には、恐れ入りますが、所属とお

名前を自己紹介願います。 

－ 自己紹介あり － 

 

○斎木危機管理担当課長 

どうもありがとうございました。委員を快くお引き受けいただきましたこと

を、心よりお礼申し上げます。ここで、幹事の変更につきましてお知らせいた

します。幹事名簿により、新幹事に就任された方のところを網掛けして、お示

ししましたのでご確認願います。 

それでは、本協議会会長の田中区長よりごあいさつ申し上げます。 

 

 

会長（中野区長）あいさつ 

当協議会は、国民保護法の成立に基づき、中野区として策定するとても重要

な国民保護計画をつくる場であり、皆様の協力によりまして、当協議会も３回

目を数え、所期の目的であります中野区国民保護計画の区案を答申するところ

まで進めることができました。 

この間、北朝鮮によるミサイル発射や核実験という極めて憂慮すべき事案が

発生し、一層この計画の必要性を感じているところであります。 

中野区は北朝鮮の核実験に対し、『北東アジア地域の安全保障を揺るがす暴挙で

あり、この行為によって引き起こされる危機的状況に深く憂慮している』旨抗

議声明を発信いたしました。この問題につきましては、引き続き重大な関心を

寄せなければならないものと考えているところです。 

 国民保護につきましても、計画を作ったことで終わるのではなく、計画に基

づく実効性のある対策を講ずることが重要でありますので、今後とも、委員の

皆様のお力添えをお願い申し上げごあいさつといたします。 

 

○斎木危機管理担当課長 

 それでは、このあとの議事進行は、会長にお願いいたします。 

 

議事 
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中野区国民保護計画案の審議、答申について 

○田中会長 

これより議事に入ります。本日は、お手元の次第のとおり、『中野区国民保護

計画案』をご審議いただき、答申するところまで進めたいと考えているところ

であります。それでは、この間の経緯を含め、計画案につきまして事務局より

ご説明申し上げます。 

 

○斎木危機管理担当課長 

前回８月 25 日の第２回協議会の審議結果を踏まえまして、９月７日･８日と

11 日に区民との意見交換会を行いました。このときの主な発言は≪参考資料≫

のとおり、既にお知らせしたところであります。このあと、９月 14 日に幹事会

を開催してございます。幹事会では、≪参考資料≫のとおり、区民意見ととも

に修正箇所を提示し、計画案の調製をしていただきました。調製結果は、修正

箇所どおり修正することの確認がなされました。なお、区民意見につきまして

は、計画に反映させる事項はないとの結果になってございます。その後９月 21

日付で、資料１のとおり東京都から区モデル計画の訂正に関する事務連絡があ

りましたので、これに基づく必要な訂正を加えたうえ、このたび中野区計画案

として、ご提示しているところであります。ご覧いただいておりますとおり、

計画素案から計画案に調製する段階におきましては、計画の趣旨を変えるよう

な修正はなかったことを申し添えます。 

 

この際、計画素案の議会報告に伴い、承りました意見等につきまして、ご紹

介させていただきます。10 月 18 日の防災対策特別委員会における主な発言で

あります。まだ議事録が調製されておりませんので、口頭報告とさせていただ

きます。 

    

－議会報告における主な発言の読み上げ紹介－ 

◇ 国民保護計画に対する区民の関心度合いについての所感はどうか。 

◇ 防災計画との関係における必要性や反映させる事項についての有無はどうか。 

◇ モデル計画との関連による中野区の独自性を示す記述部分の箇所はどこか。 

◇ 区における備蓄について、例示以外の新たな装備品を考えているか、関連

して経費負担についての質疑あり。 

◇ 国民保護に関する啓発について、危機感を煽ることや不信感が広がること

のないよう啓発に配慮されたいとの意見あり。 

◇ 安全な避難場所に誘導できるよう実効性のある計画にされたいとの要望あり。 
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◇ 防災とは違う視点で、区民が備えておくべきことを知らせる必要があると

の意見あり。 

 

次に、計画に付します資料編についてであります。地域防災計画と重複する

資料や今後追加する予定の資料、配付済みの資料は、今回は、項目だけお示し

してございます。ここでは、資料の内容にわたる説明は省略させていただき、

確認の意味で、資料項目を読み上げることといたします。 

－ 資料項目読み上げ － 

 

資料編につきましては、必要に応じ新たな資料を追加していくことになろう

かと思います。今後、当協議会におきまして本編を見直ししていただく機会に、

新たに加える資料をご提示できるようにと考えています。 

以上のとおりであります。ご審議方よろしくお願い申し上げます。 

 

○田中会長 

本計画案につきまして、何かありましたらご発言願います。 

   （質疑応答、意見交換なし） 

 

特にないようでしたら、取扱いをお諮りいたします。本計画案を答申するこ

とに、ご異議ありませんか。 

   （異議なし） 

 

ご異議ありませんので、ただ今の答申を踏まえ、中野区国民保護計画案とし

て固め、これをもって東京都へ提出し協議に入ることといたします。 

次に、その他のところに入ります。事務局より報告事項があります。 

 

○斎木危機管理担当課長 

それでは、事務局よりご報告申し上げます。一点目は、当協議会委員の新規

参入に関することであります。災害時における医療活動は、接骨師会を含めた

四師会の連携が求められることになりますので、新たに接骨師会からの委員を

加えたくご報告する次第です。次回に委員をご紹介できればと思っています。 

 ２点目は、計画案に対するパブリック・コメント手続きのことであります。

本日答申を受けましたので、11 月９日から３0日までの期間、実施する運びと

いたします。 

なお、そのあとの予定につきましては、来年１月中までに都との協議を整え
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計画決定し、議会へ報告のうえ公表することとしてございます。この間、大き

な計画の変更がない場合は、今年度中の協議会の予定はしてございませんこと

をお知らせいたします。以上ご報告申し上げます。 

 

○田中会長 

ただ今の報告に対しまして、何かありましたらご発言願います。 

（発言、質疑応答なし） 

 

特にございませんか。 

 

以上をもちまして、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました

が、この際ですから全般を通しまして、何かご発言がございますか。 

    （発言なし） 

 

特にございませんか、ないようですので、本日の中野区国民保護協議会を閉

会いたします。 



会長　　　　中野区長 田　中　　大　輔

区  分 国民保護法の根拠 委　　員　　職　　名 委 員 氏 名 出欠 代　理　者

自衛隊 自衛隊に所属する者 陸上自衛隊第１普通科連隊第４中隊長 佐々木　彰 ○

（法第40条4項2号関連）

都の職員 都道府県の職員 警視庁第四方面本部長 横山　利雄 欠席

（法第40条4項3号関連） 中野警察署長 初瀬　勇基 代理 重信　幸一

野方警察署長 望月　健二 代理 相坂　謙悦

中野消防団長 大野　　寛 代理 小林　國悦

野方消防団長 田中　　實 ○

第三建設事務所長 藤江　賢治 ○

水道局中野営業所長 志村　孝雄 代理 大崎　純子

下水道局西部第一管理事務所長 星川　敏充 ○

交通局小滝橋自動車営業所参事所長 舛本　啓子 欠席

交通局都庁前駅務管理所長 加納　卓夫 ○

助役 市町村の助役 中野区助役 内田　司郎 欠席

（法第40条4項4号関連）
教育委員
会

教育委員会の教育長、 中野区教育長 沼口　昌弘 代理 金野　晃

の教育長等 消防長等 第四消防方面本部長 大前　光昭 ○

（法第40条4項5号関連） 中野消防署長 大竹　秀明 ○

野方消防署長 熊澤　利久 ○

区の職員 市町村の職員 中野区総務部長 石神　正義 ○

（法第40条4項6号関連） 中野区区民生活部長 本橋　一夫 ○

中野区保健福祉部長 菅野　泰一 ○

中野区都市整備部長 石井　正行 欠席
指定公共
機

指定公共機関又は指定 中野郵便局長 高橋　仁志 ○

関、指定地 地方公共機関の役員又 中野北郵便局長 小菅　鉄雄 ○

方公共機関 は職員 ㈱ＮＴＴ東日本-東京北代表取締役社長 杉山　敏秀 代理 伊藤　和廣

（法第40条4項7号関連） 東京電力㈱中野営業センター所長 内藤　　保 ○

東京ガス㈱中央支店長 茨木　清隆 ○

中野区医師会理事 横畠　徳行 欠席

中野区歯科医師会長 西村　　誠 代理 酒井　秀夫

中野区薬剤師会理事 角尾　龍一 ○

東日本旅客鉄道㈱中野駅長 皆川　弘美 欠席

京王電鉄バス㈱営業部お客様サービス担当課長 杉田　伸一 ○

東京地下鉄㈱中野坂上駅区長 岩崎　新司 欠席

西武鉄道㈱上石神井駅区管区長 小澤　伸久 ○

東京都トラック協会中野支部長 佐藤　治夫 ○

学識経験者 国民の保護のための措置 野方南自治会防災部会長 石川　誠一 ○

に関し知識又は経験を有す中野区社会福祉協議会会長 窪寺　　登 欠席

る者 東京商工会議所中野支部副分科会長 宮島　茂明 ○

（法第40条4項8号関連） 中野区赤十字奉仕団委員長 竹内　保治 ○

㈱シティテレビ中野代表取締役社長 野村　芳孝 ○

中野区法曹会 金丸　精孝 ○

中野区国民保護協議会委員名簿

（平成１８年10月26日　　敬称略）


